


Match Preview

文：隈元大吾／写真：木村善仁

惜敗も内容に見出す前向きな変化
難敵を相手に必勝を期す

仲間の決定機をアシストする場面も見られた。
　「以前は前で孤立する状況がありましたが、いまはチー
ムメイトとの距離感がいいので組み立てにも関与できる
し、たくさんボールに触ることによってゲームにも入り
やすい。ロングボールやハイボールだけでなく、グラウ
ンダーのボールにも関わることで、もっともっといろん
な形の攻撃ができると思います」
　惜敗から1週間、今節はアビスパ福岡を迎える。中断
期間をまえに5連敗を喫した彼らだが、以降立て直し、
目下3連勝で8位につけている。とくにこの3連勝は首位
の川崎フロンターレに1－0、徳島ヴォルティスと鹿島ア
ントラーズにそれぞれ3－0と、勢いを感じさせる。
　古巣との一戦に向け、ウェリントンは言う。
　「チームにも選手たちにもリスペクトがありますが、彼
らには前回負けているので、今回は絶対に負けたくない。
自分たちはいまの順位よりももっと上を目指さなければ
いけないし、いまの取り組みを続けていけばいいプレー
を出せるはず。必ず勝ちたい」
　必勝を期する背景にはもうひとつ、想いがある。
　「智さん（山口智監督）は僕ら選手の感情を汲み取り、
どういうプレーをしたいかも理解して、いつも前向きな
声をかけてくれる。そんな智さんとサポーターに次こそ
勝利を届けたい」
　相手が難敵であることは間違いないが、仲間と重ねる
日々を信じ、なにより結果を求めてピッチに立つ。

　「初陣」を勝利で飾ることはできなかった。ベルマーレ
は前節、新たに就任した山口智監督の指揮のもと、大分
トリニータとアウェイで対戦し、0－2で敗れた。
　熾烈な残留争いの渦中にあって、一瞬の隙を垣間見せ
た失点シーンや勝点を得られなかった結果とは当然向き
合わなければならない。ただ、今後に繋がるポジティブ
な要素が内容に認められたことも事実だ。
　「スタートはよかった」前節3試合ぶりに先発したウェ
リントンは振り返る。
　「いい練習をして臨み、ボールもしっかり回すことがで
きた。失点はリフレクションもあってアンラッキーだっ
たと思いますが、失点してもいいパフォーマンスを出せ
ていた。残念ながら結果は残せなかったですが、全体的
には悪くなかったと思います」
　攻守においてとくに感じられたのは、前への意識だ。
ハイプレスを仕掛け、奪えばすかさず攻撃へと転じる。
積極的に縦パスを狙えば、テンポよく前向きに繋いでゴー
ル前の勝負へと持ち込んでいく。
　「相手に予想されやすい、クロスからの攻撃ばかりでは
なかった。なかからも攻めたし、いろんな仕掛け方をした。
チームとして攻撃の選択肢が増えたと思います」
　そうウェリントンも語ったように、クロス一辺倒にな
らなかった点も変化の一端だろう。実際、ウェリントン
が組み立てに関わり、おとりとなってマークを引き付け、

9 FW
ウェリントン WELLINGTON

2013年に加入し2014年に20得点を決めてJ1昇格に大きく貢献。
一度は湘南を離れたが今季7年ぶりに復帰したストライカー。
身体の強さを活かしたプレーだけではなく、最前線から相手へ
プレッシャーを与え、時にはディフェンスラインまで戻り身体
を張ったプレーでチームに貢献する姿は、湘南スタイルを体現
しいる選手の一人。
残り10試合、ゴールを奪うプレーに期待したい。

1988年2月11日（33歳）／ブラジル・サンパウロ州出身／188cm・90kg



Match  information

湘南ベルマーレ

第29節 他会場の試合

 ２  DF 湯澤 聖人

 ３  DF エミル サロモンソン

 ４  DF カルロス グティエレス

 ５  DF 宮 大樹

 ６  MF 前 寛之

 ７  MF 重廣 卓也

 ８  MF 杉本 太郎

 ９  FW フアンマ デルガド

10 FW 城後 寿

11 FW 山岸 祐也

13 DF 志知 孝明

14 MF ジョルディ クルークス

15 MF カウエ

16 FW 石津 大介

17 FW 渡 大生

19 MF 田邉 草民

21 GK 山ノ井 拓己

22 DF 輪湖 直樹

23 GK 杉山 力裕

25 MF 北島 祐二

26 DF 井上 聖也

27 FW ブルーノ メンデス

28 FW 鶴野 怜樹

29 MF 吉岡 雅和

30 FW ジョン マリ

31 GK 村上 昌謙

33 DF ドウグラス グローリ

37 MF 金森 健志

39 DF 奈良 竜樹

40 MF 中村 駿

41 GK 永石 拓海

44 DF 森山 公弥

湘 南 福 岡

5シーズンぶりにJ1復帰を果たした今
季、開幕こそ黒星発進も、途中6連勝を記
すなど福岡は着実に勝点を重ねてきた。
ブルーノメンデスや前節2得点のフアン
マデルガドら攻撃のタレントを擁する一
方、ドウグラスグローリ（写真）を中心と
する守備は堅い。1－2で敗れた5月の前
回対戦ではゴールも決められている。こ
の屈強なブラジル人DFに対し、「自分の
強みであるパワーを活かしたい」とウェ
リントン。ゴールに期待したい。

直近の試合結果
（黄緑/黄緑/黄緑）

J1・第28節 スターティングメンバー

第27節  湘南 ０△０ 浦和
第28節  大分 ２●０ 湘南

アビスパ福岡 　監督  長谷部 茂利

アビスパ福岡
（グレー/グレー/グレー）

第27節  福岡 ３○０ 徳島
第28節  鹿島 ０○３ 福岡

直近の試合結果

ⒸJ.LEAGUE

1 谷

14 茨田

10 山田

32 田中

11 タリク

9 ウェリントン

22 大岩

3 石原(広)

5 古林

2 杉岡

42 高橋

31 村上

2 湯澤

5 宮

33 ドウグラス グローリ

13 志知8 杉本

9 フアンマ デルガド
40 中村

11 山岸

37 金森

6 前

9月18日（土）
@カシマ
@三協Ｆ柏
@神戸ユ
@鳴門大塚
@埼玉
@味スタ
@アイスタ
@豊田ス

vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs
vs

鹿　島
　柏
神　戸
徳　島
浦　和
FC東京
清　水
名古屋

Ｇ大阪
広　島
札　幌
川崎Ｆ
Ｃ大阪
横浜FC
仙　台
横浜FM

18:00
18:00
18:00
18:30
19:00
19:00
19:00
19:00

9月17日（金）
@駅スタvs鳥栖 大分19:00

Ranking
※9/12日時点明治安田生命J1リーグ順位表

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

　　  チ ー ム
川崎フロンターレ
横浜Ｆ・マリノス
サガン鳥栖
名古屋グランパス
ヴィッセル神戸
浦和レッズ
鹿島アントラーズ
アビスパ福岡
ＦＣ東京
北海道コンサドーレ札幌
サンフレッチェ広島
セレッソ大阪
柏レイソル
ガンバ大阪
湘南ベルマーレ
清水エスパルス
徳島ヴォルティス
ベガルタ仙台
大分トリニータ
横浜ＦＣ

勝点
66
65
50
50
48
48
47
42
42
39
36
36
33
30
26
26
23
22
20
18

J1リーグ第28節 大分戦「TRACKING DATA」

点差 
＋41
＋39
＋15
＋10
＋15
＋5
＋18
＋3
＋0
－4
＋2
＋1
－8
－9
－5
－14
－20
－24
－27
－38
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当日のみ有効

2021湘南ベルマーレメンバー＆
マッチデープレイヤーズアシスト

キングベルパークの「インフォ
メーションブース」に本マッチ
デイプログラムをお持ちくだ
さい。 イベントマップ参照

★
サポート多数のため

下記に掲載

★
サポート多数のため

下記に掲載

あなたの
アシストで
選手が
躍動する！

引換はこちらへ

 ➡

監督 山口 智  伊皿子倶楽部 / Maiko☆ / まよ / かおる / ふくにゃん38 / 島田徹也 / ホーリー / ヨウコ  
1 谷 晃生  みな★こうた / 美月 / 小池ひとみ / ゆう&はるち / mako / 妃生 / ba-o / 中条恵美 / YASUTAKA #99 / 美代取澄音

再入場券を必ずお受け取りいただき、お戻りの際にご提示ください。確認後、回収いたします。
一時退場時に再入場券をお渡しします。再入場の際にチケット（半券・QR)と再入場券を確認いたします。

MF 古林 将太 DF 大野 和成
オオ ノ    カズナリ

MF 茨田 陽生
バラ ダ   アキ ミイシハラ  ナオ キ

FW 大橋 祐紀
オオハシ  ユウ キ

DF 畑  大雅
ハタ     タイガ

FW ウェリントン

GK 堀田 大暉
ホッタ    ダイ キ

DF 大岩 一貴
オオイワ  カズ キ

MF 名古 新太郎
ナ  ゴ   シン タ ロウ

コバヤシ  ショウタ

GK 富居 大樹
トミ イ   ダイ キ イケ ダ　マサ キ

FW 池田 昌生

MF 柴田 壮介
シバ タ   ソウスケ

30

2622 232120

17 191614

8

9

27

5

ヤマ  ダ   ナオ キ
MF 山田 直輝

10

MF 三幸 秀稔
ミ ユキ  ヒデトシ

29
MF 平岡 大陽

ヒラオカ  タイヨウ
28

MF 高橋  諒
タカハシ   リョウ

42

DF 山本 脩斗
ヤマモト シュウ ト

13

DF 岡本 拓也
オカモト  タク ヤ

FW 石原 直樹
11

FW タリク

6

GK 立川 小太郎
タチカワ  コ  タ  ロウ

31
MF 田中  聡

タ ナカ   サトシ
33

DF 毛利 駿也
モウ リ  シュンヤ

FW 町野 修斗
マチ ノ   シュウト

32

DF 石原 広教
イシハラ  ヒロカズ タチ    コウ キ

DF 舘  幸希
1 3 4

DF 杉岡 大暉
スギオカ  ダイ  キ

2
GK 谷  晃生

タニ    コウセイ
監督  山口  智

ヤマグチ  サトシ

FW ウェリントン ジュニオール
39

MF オリベイラ
40

抽選プレゼント
•株式会社パイロットコーポレーション
 「ドクターグリップ4+1」・・・・・・・・・・・・・・・・50名様
•湘南天然温泉「湯乃蔵ガーデン」ペアご招待券 2名様
•株式会社ハブ「HUB藤沢店 飲食券2,000円分」20名様
•ラチエンスムージー「ベルマーレスムージー無料券」10名様
•やきとりゼロ お食事券2,000円分・・・・・・・・・5名様
•オリーヴの樹 ランチ招待券・・・・・・・・・・5組10名様

•カラダファクトリー小田急マルシェ伊勢原店
 APバランス整体コース施術券・・・・・・・・・・・・・・・10名様
•花呉装「浴衣＆帯」 男セット 1名様 / 女セット 1名様
•JAはだの｢はだの丹沢梨サイダー2本・丹沢トマトジュースセット1本」 10名様
•秦野市観光振興課「弘法の里湯 入浴招待券」 3組6名様
 「名水はだの富士見の湯 入浴招待券」・・・・・・・3組6名様
•秦野市観光協会「鶴巻温泉入浴剤＆丹沢はだの三兄弟バッグ」5名様
•立花屋茶舗「抹茶の里＆お茶屋さんの抹茶ソフト引換券」7名様
•十全堂株式会社「経口補水液オーエスワン500ml×6本」12名様

ここにスタンプが押してある方が、「本日の来場者プレゼント」大当たり!本日の来場者プレゼント

⬇詳細はこちら

10/1（金）
横浜FM戦
受付中!

その試合に期待する選手個人をサポートしていただくシステムで、ご協賛金の半額は選手本人、半額はチーム強化費に
充てられます。お申込みの方には、御礼の特典として、
１. 試合当日に来場者全員へ無料配布されるマッチデープログラム内に、選手顔写真とともにご希望のお名前を掲載します。
２. 選手個人からの直筆サイン＆メッセージ入りポストカードを後日郵送にてプレゼントします。
３. 選手・監督と触れ合える交流会の参加権利（ご本人様のみ）。 

マッチデープレイヤーズアシストとは
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❶❷❸❹❺❻❼❽❾1011
13
12

ぴぃちゃんち
Baran
サンメッセしんわ
クレープ くれよん
スマインミー
小田原牧場アイス工房
ROCKET CHICKEN
COCONUT TREE
MOONKEBAB
カフェアミーゴ
SITA
Kitchen Kanaloa
鳥仲商店

CLOVER
ワンズケータリング

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⬇7ゲート側での出店⬇
⑭
⑮

☆フードパーク

【イベントブース】※天候によって、イベントが中止・変更になる場合がございます。
❶エコステーション
❷「SHONAN DAYS」販売ブース
❸ベルマーレカレー×ごはんブース
❹ベルガチャステーション
❺「ベルマガ」販売ブース

❻KPMGビジョン
❼舞台裏をVR体験ブース
❽シュート力コンテストブース
❾フットダーツ＆キッズふわふわブース
10湘南ベルマーレプロデュースお弁当販売ブース

11eSports体験ブース
12勝利のベルマーレポップコーン
13伊勢原PRブース
14「ヒサと共に。2021」ブース
15フットサルリボンブース
　郵便局＆湘南ベルマーレ チャリティージュニアサッカースクール

レモンガス
スタジアム平塚
イベントマップ

湘南ベルマーレグッズ売店

スタジアム場内イベント集合エリア

ベル12ブース

インフォメーション

フードパーク情報！！
今シーズンは全試合にて「売り子ール」を用いてオンラインオーダーを承
ります。試合前日16:00までにオーダー・決済をしたら、当日は指定した
時間に店舗に立ち寄り、商品を受け取るだけ。効率よくスタジアムでの時
間を過ごしていただくことも可能になります。ぜひご活用いただき、安心・
安全 そして便利にフードパークをお楽しみください。詳細は公式サイトへ
★耳より情報満載！湘南ベルマーレ公式フードパークtwitter★
　@bellmare_food

新スタイルのゴミ拾い
「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクト
湘南ベルマーレ、海さくら、株式会社長谷萬、日本財団がタッグを
組み、環境問題・清掃活動に新たなイノベーションを起こす
「LEADS TO THE OCEAN」プロジェクトを進行中！試合後、ス
タジアム周辺のゴミ拾いを行っています。ぜひご参加ください。
◆集合時間  20:10(試合終了後)　◆場所  キングベルパーク

❶

❹❺
❻ ❼❽

❾

❷
❸

16:00  先行入場（シーズンチケット会員の方）
 その後 一般入場 

16:10～  相模石油エキシビションマッチ
　　　　　　　伊勢原ＦＡ       秦野ＦＡ 
　ＦＣしらゆりシーガルス  vs  東海ブレッズＦＣ
　　　成瀬サッカー少年団      南が丘少年少女サッカークラブ

16:50～  相模石油グループ バッティングパレス賞 表彰式
16:55～  伊勢原市ホームタウンデー いせはら舞妓パフォーマンス
17:00～  湘南ベルマーレチアリーディングチーム 「LUCIS（ルーキス）」パフォーマンス
17:20～17:45  選手ウォーミングアップ
17:35～  伊勢原市ホームタウンデー ゲストトーク
　伊勢原市 宍戸 晴一 副市長 

17:40～  秦野市ホームタウンデー ゲストトーク
　秦野市  高村 栄二 副市長 

17:46～  KPMGコンサルティングスペシャルデー ゲストトーク
　KPMGコンサルティング株式会社 
　　代表取締役社長 兼 CEO 宮原 正弘 様 

17:49頃  選手紹介
17:55頃  プレゲーム映像放映
17:58～  選手入場
　マスコットキッズ/高宮光慧くん、一寸木葵聖ちゃん、

江頭叶芽ちゃん、岩崎壮空くん
　ららぽーとエスコートキッズ/

ららぽーとエスコートキッズ当選者の皆様

　フェアプレー旗手/安岡龍一さん、安岡美弥さん
安岡遼翔さん、安岡輝翔さん

18:00～  KPMGコンサルティングスペシャルデー 
　伊勢原市/秦野市ホームタウンデー 花束贈呈
　 KPMGコンサルティング株式会社 関係者 
　　土谷 歩璃 様、 佐藤 佑飛 様、 石田 凛斗 様
　伊勢原市 宍戸 晴一 副市長
　秦 野 市 高村 栄二 副市長
18:03  キックオフ
ハーフタイム 「ヒサと共に。2021」動画上映
試合終了後（勝利した場合）
相模石油グループ マン・オブザ・マッチ 表彰 / OneBellmare賞 表彰
MOMプレゼンター 
　相模石油株式会社 本社サポートセンター 部長 小菅 標彦 様
花束 中里 未緒 様、 中里 律稀 様
OneBellmare賞プレゼンター  
　相模石油株式会社 本社サポートセンター 課長代理 中里 朋宏 様
20:10～20:40分の間
LEADS TO THE OCEAN（ゴミ拾いプロジェクト）
＠キングベルパーク 特設ブース集合

本日のイベント情報 ※イベント参加やフードパークご利用の際、再入場可能です

安全・安心な試合開催の為に ～新型コロナ感染症対策～
湘南ベルマーレでは、ガイドラインの運営プロトコ
ルに沿って精一杯の「たのしめてるか。」を提供で
きるようにクラブ一丸となって適切な運営に努めて
参ります。
皆様一人ひとりのご理解とご協力が必要となります
ので、どうぞよろしくお願いいたします。 ⬆詳細はこちら



お申し込みは
こちら➡

★日本端子スペシャルデー
★厚木市ホームタウンデー

vs 横浜F・マリノス
明治安田生命J1リーグ 第31節

19:00kick off10/1（金）
次回ホームゲーム

編集･発行／株式会社湘南ベルマーレ 〒254-0026 神奈川県平塚市中堂18-8 E棟3階
Tel.0463-25-1211　Fax.0463-24-2514

「湘南ベルマーレ強化特待クラス/スーパークラス」
セレクション開催のお知らせ！
現小学1年生～ 5年生の強化特待クラス/スーパーク
ラスへの加入希望者に向けたセレクションを実施い
たします。強化特待クラス/スーパークラスは各々が
所属クラブに在籍しながら、週1回（もしくは2回）、
トップチームから逆算した中でU-12年代にとって
必要な能力向上を目的としたトレーニングを行って
いるクラスであり、毎年多くの選手をU-15カテゴ
リーへ輩出しています。
◇参加費
•一般の方：3,500円（税込）
•湘南ベルマーレサッカースクール生
　の方：2,500円（税込）
◇申込締切
　2021年10月5日（火）19:00 ⬆詳細はこちら

9月度お誕生日企画 エンゲートで
誕生日のお祝いしよう！のお知らせ
誕生日を迎える杉岡大暉、平岡大陽選手、町野修斗選
手をギフティングでお祝いしよう！
ギフティングサービスエンゲートにて5,000pt相当
以上のギフティングをいただいた方にはその選手
のデジタルサイン入りスマホ壁紙を、10,000pt相
当以上のギフティングをいただいた方には選手から
お礼のメッセージ動画が届きます！スマホ壁紙は
2021シーズン限定ですので、応援したい選手の壁
紙は是非GETしてください！年に一度しかない機会
をお見逃しなく！
◇イベント期間  9月30日（木）23:59まで
※イベントへのエントリーを必ずお忘れなく。エン
トリーされていない場合はプレゼントをお渡しで
きません。
※9月に誕生日を迎える選手以外の選手にギフティ
ングをした場合、プレゼントを受け取れません。

⬆詳細はこちら

湘南ベルマーレフットサルクラブに所属した故・久
光重貴選手は、肺がんを患いながらも現役でのプ
レーを続けると共に、がんの啓発活動や小児病棟へ
の慰問活動「フットサルリボン」など、多くの方々に
自身の想いを伝え元気、勇気、笑顔を届けてまいりま
した。残念ながら2020年12月19日に逝去されま
したが、想いや取り組みをクラブとして継承すべく、
世界小児がん啓発キャンペーン「Global Gold 
September Campaign」期 間 に「ヒ サ と 共 に。
2021」を開催させていただきます。
「ヒサと共に。2021」内容
●「郵便局＆湘南ベルマーレ チャリティージュニア
サッカースクール」
◇15:00～ 16:30（受付14:30～）
◇平塚市総合公園 はらっぱエリア
●「フットサルリボンブース」
◇14:30～16:30  ◇平塚市総合公園 はらっぱエリア

●「ヒサと共に。2021」ブース
　「ヒサと共に」メモリアルグッズ販売やのぼり、
　寄せ書き等を展示します。
◇15:00～ 18:00  ◇キングベルパーク
●「ヒサと共に。2021」募金
募金いただいた方には「ヒサと共に。2021」オリジ
ナルアクリルキーホルダーをプレゼントいたします。
いただきました募金は経費を除き、
「フットサルリボン」に寄付いたします。
◇15:00～ 18:00
◇実施場所
　「ヒサと共に。2021」ブース

福島ユナイテッドFC情報
第19節 9/19（日）13:00 
　vs 藤枝ＭＹＦＣ @藤枝サ[A］
第20節 9/26（日）14:00 
　vs ロアッソ熊本 @えがおＳ[A］

毎年ご好評いただいているベルマーレのオフィシャ
ルカレンダーを来シーズンも作成いたします。今回
のご案内は社名・店名の名入れオリジナルカレン
ダーとなります。ぜひ企業、店舗、サッカーチーム、各
種団体・グループ等でご利用ください。
※オフィシャルクラブパートナー、サポートコーポ
レーションの皆さま以外でも名入れカレンダーをお
買い求めいただけます。
【2022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー（壁掛タイプ）】
•サイズ（閉じた状態）：B4（縦25.7×横36.4㎝）
•サイズ（開いた状態）：B3（縦51.5×横36.4㎝）
•内容：全16ページ（表紙＋裏表紙＋年間カレンダー
　＋6ページ＜12ヶ月＞）
【2022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー（卓上タイプ）】
•サイズ：A5（縦21×横14.8㎝）
•内容：全13枚（表紙＋12枚＜片面印刷＞）
◇期間限定予約：価格880円（税込）
　※50部以上、以降追加は10部単位
　　でのお申し込みとなります。
◇お申込期日 10月15（金）まで
◇完成予定 11月中旬

「2022湘南ベルマーレオフィシャルカレンダー」
名入れver.受付開始のお知らせ！

本日、福岡戦「ヒサと共に。2021」
開催のお知らせ！！

⬆詳細はこちら



グッズ情報グッズ情報
※全て税込価格

【スタジアム販売場所】 15:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
【スタジアム販売場所】 15:00～ 
 キングベルパークグッズ売店／中央Gグッズ売店
※今節は試合終了30分後までの営業となります。
※今節はバックスタンド7・HIDEゲートグッズ売店の出店はございません。

今節の新商品は場外グッズ
売店限定販売となります。
今節の新商品は場外グッズ
売店限定販売となります。

※空の状態での販売となります。
中身はお客様ご自身でお入れいた
だけますようお願いいたします。

Daily useシリーズ

【カフェタンブラー】
ブラック／ホワイト
サイズ：高さ13.9×直径8㎝
容量：320ml
素材：プラスチック、シリコンゴム

【パスケース】
サイズ：約縦6.5×横10cm
まち：約2cm
素材：PU合皮

※全商品ベル12会員割引対象外

キングベルⅠ世グッズ
※全商品ベル12会員割引対象外

価格 ￥1,800

価格 ￥3,200
【ミニ財布】
サイズ：約縦7.4×横11.3cm
まち：約2cm
素材：PU合皮

【キングベルⅠ世ポーチ】
サイズ：約縦21×横30cm
素材：コットン他

価格 ￥4,500

価格 ￥2,000

【キングベルⅠ世スプレーボトル】
サイズ：約縦8.5×横5.5cm  容量：20ml
素材：プラスチック
価格 ￥1,300

【キングベルⅠ世ミニタオル】
全10種類よりランダムでの販売となります。
サイズ：約縦20×横20cm
素材：綿価格 ￥500

【ファスナーキーケース】
サイズ：約縦11×横70㎝
金具部分：約3cm
素材：PU合皮 価格 ￥3,600

ベルガチャ
★１回 5００円★

全30種類
（2種登録・特別指定選手を除く）

サイズ：
本体：縦5.7×横3.8cm
台座：縦2×横3.8cm

【アクリルスタンド
～プレー ver. ～】
【アクリルスタンド
～プレー ver. ～】
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